
9月のごみ収集日について
　祝日に伴い、ごみの収集日が通常の曜日と異なりますので、町民カレンダーをご確認いただき、お間
違えのないようお願いします。

※町民カレンダーに★印が付いています。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

消防団の同時多発火災訓練を
実施します

　防災訓練に併せ、町内４箇所で、消防団による
同時多発火災訓練を行います。
☆日　時　9月7日（日）9：30～9：50
☆場　所　怒杭文化・万随地区、南原地区、湯触・大
　　　　　蔵野地区、焼大地区
☆内　容　消防団員による火災消火訓練
※当日、サイレンが鳴りますが、訓練ですので火

災とお間違えのないようご注意ください。
※訓練に伴い、一部で交通規制が敷かれますの

で、ご協力をお願いします。
☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

第6回やまきた健康スポーツ大会を
開催します

　やまきた健康スポーツ大会を開催します。みな
さまふるってご参加ください。
☆日　時　10月5日（日）9：00から　※雨天中止
☆会　場　山北中学校
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）
※詳細のパンフレットや申込み用紙は、9月16日
 （火）のおしらせ版とともに全世帯へ配布します。

収　集　日
 9月16日（火）

 9月17日（水）

 9月24日（水）

 9月26日（金）

種　　別 地　　区
三保、清水、共和、山北第1

山北第2・第3、岸、向原

山北第2・第3、岸、向原

三保、清水、共和、山北第1

もえるごみ

もえるごみ

もえるごみ

もえないごみ

夏の星座教室に参加しませんか？
☆日　時　9月26日（金）17：50～21：50
　　　　　※17：50に役場駐車場へ集合してくだ
　　　　　　さい。
　　　　　※天候不良の場合は中止です。
　　　　　※夕食は必ず食べてきてください。

☆場　所　御殿場市（富士山二合目・太郎坊付近）
☆対　象　小学校4年生以上の児童
　　　　　※役場駐車場まで児童の送迎をしてくだ
　　　　　　さい。
☆定　員　30人（定員になり次第、締切ります）
☆参加費　無料
☆持ち物　防寒着、雨具、おやつ少し、温かい飲み
　　　　　物など
☆申込み　9月8日（月）から直接または、電話で
　受　付　お申込みください
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申込み　（☎75－3649）

9月9日は「救急の日」
　9月9日は、1982（昭和57）年に救急業務や救
急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、
救急医療関係者の意識を高めるために、「救急の
日」と定められています。また、救急の日を含む1
週間は、「救急医療週間」と定められています。
　足柄消防組合管内の平成19年中の救急出場件数
は、3,961件でした。このうち、約5割の方は入院
の必要がなく、治療後すぐに自宅などへ帰る軽症
者でした。最近、軽いケガや緊急性のない安易な
119番通報による出場が増加しています。本来、
救急車は、命にかかわるような重い病気やケガの
方を一刻も早く病院へ搬送するための車両です。
　「救急車で病院へ行けば、優先して診察しても
らえる」と思われるかもしれませんが、症状に
よっては、外来の患者さんと同じく受付順の診察
になりますので、緊急性のない病気やケガの方は
自家用車かタクシーなどを利用され、救急車の適
正利用にご協力ください。

☆問合せ　足柄消防組合消防本部警防課（☎74－6664）
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平成20年度　保健医療セミナー
　足柄上医師会主催による保健医療セミナーを次により開催します。

一日陶芸教室を開催します！！
　共和地域振興会では、大野山の自然を肌に感じ
ながら1日を過ごす陶芸教室を開催します。
　初心者の方の参加も歓迎します。
☆日　時　9月20日（土）10：00～15：00
　　　　　9月21日（日）10：00～15：00
☆場　所　大野山乳牛育成牧場「まきば館」
☆内　容　作陶（形を作るまで）
☆講　師　つぶらの窯　山本 渉 氏
☆服　装　汚れてもよい服装（エプロンなど）
☆持ち物　弁当、飲物
☆定　員　各日15人
☆参加費　3,000円（材料費･焼成料他）
☆申込み　9月15日（月・祝）まで
　締切り　各日定員になり次第、締切ります
☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話または
　申込み　FAXでお申込みください
　 　 　 　 講師（山本）宅（☎・FAX  76－4886）

地籍調査事業 現地調査にご協力を
　町では、平成20年度地籍調査事業を下記のとお
り実施します。
　期間中は、地権者との立会いや測量業者による立ち入
り及び測量が行われますので、ご協力をお願いします。
☆期　間　平成20年9月から平成21年3月ごろまで
☆場　所　山北字田道河原及び根下（1943番～2045番）
☆問合せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

「子どもの人権１１０番強化週間」を実施します
　子どもをめぐる人権問題について、神奈川県人権擁護委員連合会の子ども人権専門委員による電話相談を実施します。
学校でのいじめや体罰など、子どもにかかわるいろいろな心配事や困っている問題について相談をお寄せください。
☆期　間　9月8日（月）～9月14日（日） 8：30～19：00
※ただし、土曜、日曜日は10：00～17：00。
☆相談先　横浜地方法務局・神奈川県人権擁護員連合会（☎0120－007－110）

月　日

10月8日
(水)

10月9日
(木)

時　　間 テ　ー　マ 講　　　師
13：30～14：30

14：30～15：30

13：30～14：30

14：30～15：30

13：30～14：30

14：30～15：30

13：30～14：30

14：30～15：30

大腸がんの早期治療

新型インフルエンザ対策

リウマチの最新治療

乳がんの早期発見と治療

禁煙のすすめ

認知症について

10月1日
(水)

10月2日
(木)

歯科用インプラントについて

メタボリック症候群の心
-沖縄26（ニーロク）ショックを踏まえて-

藤井歯科医院　藤井　俊治　先生

山の手医院　根本　佳和　先生

県立足柄上病院外科　笠原　彰夫　先生

県立足柄上病院　総合診療科

加藤　佳央　先生

大井町クリニック　前川　出　先生

山近記念総合病院　久保田　光博　先生

のぞみ薬局　藤原　正一郎　先生

武井内科医院　武井　和夫　先生

調査場所

山
北
駅

健康福祉センター

消
防
組
合

☆会　　　　　場　足柄上合同庁舎
☆申 込 み 締 切 り　9月25日（木）まで
☆申 込 み 方 法　直接または、電話でお申込みください
☆問合せ・申込み　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）
※送迎をご希望の方は、申込み時にお申出ください。

パンアート教室20周年記念展
☆期　間　9月3日（水）～9月8日（月） 10：00～18：00（最終日は17：00まで）
☆場　所　ギャラリー新九朗（小田原市栄町2－13－3　伊勢治書店3階）
※同時にチャリティバザーを開催します。（売上の一部は福祉に寄付します）
☆問合せ　鈴木　良子　氏（☎76－3246）



大口堤決壊300年事業
「砂降りと暴れ河」記念講演　
☆日　時　9月20日（土）19：00～20：30
☆場　所　南足柄市文化会館小ホール
☆テーマ　「富士山宝永噴火（1707）と関東地震
　　　　 （1923）による酒匂川流域の土砂災害」
☆講　師　井上　公夫　氏（財団法人 砂防フロン
　　　　　ティア整備推進機構）
☆内　容　富士山宝永噴火などの歴史を振り返り、酒匂
　　　　　川流域に起きた土砂災害に現代の防災を学ぶ
☆費　用　無料
☆問合せ　南足柄市役所生涯学習課（☎73－8036）

西湘地区障害者就職面接会
☆日　時　9月26日（金）12：00～15：00（開場11：30）
☆会　場　平塚総合体育館（平塚市大原1－1）
☆内　容　仕事を探している障害のある方と企業の面接会
☆持ち物　障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神 

　　　　保健福祉手帳）、手帳コピー、履歴書（複数枚）
☆主　催　平塚公共職業安定所、小田原公共職業安

　　　　定所、松田公共職業安定所
☆申込み　9月19日（金）まで
　締切り
☆申込み　ハローワーク松田（☎82－8609）
　問合せ

大腸がん・胃がん・肺がん検診（集団検診）のおしらせ
　町では、40歳以上の方を対象に大腸がん・胃がん・肺がんの集団検診を行います。

☆検 査 方 法　　大腸がん：便による検査
　　　　　　　　胃 が ん：レントゲン検査（前日の夜から検査終了まで、飲食ができません）
　　　　　　　　肺 が ん：レントゲン直接撮影（必要な方は、喀痰細胞診を実施します）
☆検 査 結 果　　異常のあった方にのみ通知します。※1か月程度かかります。
☆持 ち 物　　健康手帳
※自 己 負 担が免除される方は、免除申請書をご持参ください。

☆自己負担額　　40歳～69歳 ：大腸がん600円、胃がん1,000円、肺がん300円(喀痰検査600円)
　　　　　　　　70歳以上 ：なし
　　　　　　　　※65歳以上で身体障害者手帳1・2級をお持ちの方、生活保護世帯、町民税非課税世帯
　　　　　　　　　の方は、自己負担が免除されます。免除申請書を郵送しますので健康づくり課まで
　　　　　　　　　ご連絡ください。
☆申込み方法等　・平成19年度に受診された方は、申込は不要です。9月下旬までに「予診票」をご自宅
　　　　　　　　　へ送付しますので、記入してご持参ください
　　　　　　　　・新たに受診を希望される方、または平成19年度に受診した以外のがん検診の受診を
　　　　　　　　　希望される方は、健康づくり課へお申込みください
☆申込み締切り　9月19日(金)まで
☆申込・問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）

月　日
 10月1日（水）

 10月2日（木）

 10月3日（金）

 10月7日（火）

 10月8日（水）

 10月9日（木）

対　象　地　区 会　　場 受付時間
山北地区

清水地区・三保地区

岸地区

向原地区

山北地区・平山地区・共和地区

山北地区

健康福祉センター

清水ふれあいセンター

高齢者いきいきセンター

下本村コミュニティセンター

健康福祉センター

健康福祉センター

※対象地区の日
　に都合の悪い
　方は、別の日
　でも受診でき
　ます。

都市計画に関する公聴会のおしらせ
　県では、都市計画の目標などの基本方針を示した「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」変更
の素案をまとめました。次のとおり県素案の閲覧ができます。また、公聴会で公述を希望する方は、期
限までにお申出ください。なお、公述申出がない場合は公聴会を中止します。
☆閲覧・公述申出期間 　9月3日（水）～9月24日（水）
☆公聴会日程　　　　　10月23日（木）19：00～21：00
☆公聴会会場　　　　　中央公民館3階視聴覚ホール
☆公　述　人　　　　　10人程度
☆閲覧・公述申出の受付場所　県都市計画課（☎045－210－6175）　町都市整備課（☎75－3647）

 8：00

～

10：30

かくたん

かくたん



下水道ふれあいまつり
　「下水道の日（9月10日）」のPR事業の一環
として、住民の方々に下水道への理解と関心を深
めていただくため、下水処理場の施設を開放する
「下水道ふれあいまつり」を開催します。
☆日　時　9月13日（土）10：00～15：00
※模擬店などの無料チケットを14：30まで配布します。
☆場　所　酒匂川流域下水道 扇町管理センター内
　　　　　上部利用施設 扇町しらさぎ広場
　　　　　（小田原市扇町6－819）
☆内　容　・下水処理場見学
　　　　　・子ども学習室（下水をきれいにする微         
　　　　　　生物の顕微鏡観察、簡易水質実験）
　　　　　・模擬店やゲーム
　　　　　・地元太鼓の演奏など
☆問合せ　（財）神奈川県下水道公社　企画課
　　　　　（☎0463－55－7211）

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活をおくるために、保健師や栄養士が
相談をお受けします。

 月　　日　 9月12日（金）
 受付時間　 9：00～10：30
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 乳幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

ポリオワクチン予防接種
　小児マヒ予防のため、ポリオワクチンの接種を行
います。ポリオワクチンの接種は通常生後3か月か
ら1歳6か月までの間に2回行う必要があります。
 月　　日　 9月18日（木）
 受付時間　 13：30
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 生後3か月～90か月未満

※母子健康手帳をお持ちください。
※下痢や病気の場合、接種できないことがあります。

健康ウォーキングの参加募集
☆日  　時　9月16日（火）　雨天中止
                 8：10に山北駅表口集合
☆行 き 先　裾野市　歴史めぐりコース
☆対  　象　町内にお住まいの方
☆費　  用　1,850円（交通費、保険代など）
☆持 ち 物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
☆申込み締切り　9月11日（木）まで
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75－0822）
※会員の方も必ずお申込みください。

町民文化祭芸能発表会の
出演団体を募集します

　11月16日（日）に開催する町民文化祭芸能発表会
の出演団体を募集します。
☆対　　象　・町内にお住まいの方
　　　　　　・文団連に登録されていない団体
☆演技時間　1団体10分程度
☆申 込 み　9月19日（金）まで
　締 切 り
☆問 合 せ　山北町文化団体連絡協議会
　申 込 み　会長　大鐘　道代（☎75－0807）

下水道に接続しましょう
　下水道の供用が開始された地区にお住まいの方
は、早めに下水道に接続するようお願いします。下
水道は、美しい自然や快適な生活環境を守る大切
な役割を果たしています。
　みなさまのご理解とご協力をお願いします。
☆問合せ　生活環境課上下水道班（☎75－3645）

第15回足柄上地区少年少女
駅伝競走大会参加チーム募集

☆日　時　11月8日（土）小雨決行
☆会　場　第一生命相互台グラウンド
☆コース　グラウンドをスタート・ゴールとする第一
　　　　　生命敷地内周回コース
☆参加資格　足柄上地区に在住または、在学の4年
　　　　　生以上の小学生
☆チーム　・1チーム6人以内（正選手5人、補欠1人）
　編　成　　で学年別、男女別で編成する
　　　　　・同一学年で編成できない場合は編成
　　　　　　選手中の最高学年とする
☆参加料　1チーム2,000円（保険料含む）
☆申込期間　9月8日（月）～10月6日（月）
☆問合せ　瀧澤　富雄（☎75－0314）
　申込み　

《今月の相談》
☆人権行政相談
（問合せ：総務防災課庶務班、福祉課福祉推進班）
　　　　　☎７５−３６４３　☎７５−３６４４
【相談内容】

プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・養育
放棄・いじめ等）の問題や、行政に対する苦
情や要望等

　　　9 月 22 日（月） 13：00 ～ 15：00
　　　　　　　　　　  役場 3 階 301 会議室

今月の納税
国民健康保健税（第 4 期分）

※納期限は、9 月 30 日（火）です。


